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イタリアにおける近現代史研究の過去と現在︵一︶

考察の必要が主張され始めていた︒

は︑イタリアのネオレアリズモ映画やレジスタンス文学に関心があっ

で︑ではイタリアの場合はどうなのかという素朴な問いから発してお

ほとんどないといっていい状態だった︒その頃の日本における西洋史

て︑リソルジメントの研究とあわせてレジスタンスの研究も始めた︒

私がイタリア近現代史の研究を始あたのは一九五九年︑大学三年生

研究は︑歴史の発展段階を一国ごとに類型的に考察する方法がまだ盛

レジスタンスについては︑レジスタンスの歴史そのものと同時に︑レ

り︑研究テーマはごく自然に︑明治維新とほぼ同時期にイタリアの統

んな時期で︑二宮宏之氏が﹁戦後歴史学﹂を振り返って批判的に言及

ジスタンスを経験することから生まれた戦後イタリアの思想と文化の

の時である︒イタリア史に関して日本では森田鉄郎︑星野秀利︑清水

したように﹁比較史の視点から⁝⁝段階論と類型論が接合され⁝⁝封

動向への関心が含まれていた︒

明に力が注がれていた︒しかしまたこの頃には︑一七世紀のイギリス

ロイセン型︑特殊日本型など﹂に関心が向けられ︑それぞれの型の解

際に研究を始めると︑今度はイタリアにおける歴史学のあり方という

私のイタリア近現代史研究の出発点はこうしたところにあるが︑実

﹁戦後歴史学﹂という特有のあり方をとったのに対して︑イタリアで

問題に直面せざるを得なくなる︒第二次大戦後の日本の歴史研究が

た時代を無視して比較する方法への反省も生じており︑フランス革命

はファシズムの支配とそれからの解放がこの国の歴史学に固有の問題

革命︑一八世紀のフランス革命︑一九世紀の明治維新をそれが起こっ

ユ

建制から資本制への移行の過程におけるイギリス型︑フランス型︑プ

一をもたらしたりソルジメントに向けられた︒これ以前から個人的に

私のイタリア近現代史の研究は︑西洋史研究のこのような動向の中

敦

廣一郎氏らが中世史の研究を進めていたが︑近現代史の分野の研究は

はじめに

原

や明治維新を同時代の国際的環境のもとで検討する世界史の同時代的
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イタリアにおける近現代史研究の過去と現在q）（北原』敦）

を課しており︑当然のことながらイタリア史研究を進めるに当たって

タリア史の新しい捉え方の試みがでてきた︒

のアソシアシオンや政治化の過程をそこにみる研究など︑一九世紀イ

たイタリアの歴史家たちの歴史意識と研究方法を紹介しながら︑イタ

この小文の意図は︑当時から現在に至るまでの研究過程で私の感じ取っ

見せたが︑同時に論争が生じた︒論争の焦点となったのは︑後述する

シズムである︒一九七〇年代以降︑ファシズム研究は急速に深まりを

この間に︑リソルジメントに代わって中心テ⁝マとなったのはファ

ぐ

イタリアにおける歴史学のあり方を理解することが不可欠であった︒

リアの歴史学の特徴について考えることにある︒

ジメントに関しては︑アントニオ・グラムシ︵一八九一一一九三七︶

レジスタンスもイタリアでは活発な論議の対象となっていた︒リソル

面だけでなしに同意の契機を重視するなどさまざまな問題を提起した︒

の執筆をはじめファシズム研究を精力的に進め︑ファシズムの抑圧の

文書と私文書双方の史料収集を熱心に行って︑長大なムッソリーニ伝

レンツォ・デ・フェリーチェの研究方法をめぐる問題だった︒彼は公

の﹃獄中ノート﹄に触発された解釈にたつ研究者とそれを批判する研

しかし︑その史料操作の方法と︑研究の客観性を強調する一方で政治

レジスタンスがその打倒を目指したファシズムについては︑否定すべ

典の刊行や民衆の労働余暇活動︵ドーポラボーロ︶あるいはファシズ

シズムによる同意の組織化に関連して︑知識人を動員しての大百科事

とく︑かつてのイタリア近現代史研究の中心テーマとしての位置を失

た︒リソルジメントに関しては︑研究者が課題意識を喪失したかのご

スが最も論争的なテーマをなした感があるが︑それには複数の論争が

まり︑取り上げる題材や方法が多様化した︒ここ数年は︑レジスタン

ファシズム研究と並んでレジスタンスの研究も︑この四〇年間に深
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私がイタリア史研究を始めた一九六〇年前後は︑リソルジメントも

究者の間で論争が交わされており︑リソルジメント研究への新しい息

性を伴ったファシズム解釈に疑問が出され︑種々の批判を招いた︒

ｪ六六−一九五二︶のテーゼが思想界で長く支配的だったが︑ファ

なされた︒ファシズムに文化は無かったとするベネデット・クローチェ

ファシズムに関するもうひとつの論争はファシズム文化をめぐって

吹が感じられる状況だった︒レジスタンスに関しても︑丁度この頃︑
レジスタンスを担った活動家・政治家・研究者たちによる公開講座が

イタリア各地で開かれ︑その記録が出版されたり︑またレジスタンス
ヨ

き対象としての論議が先行して研究といえるものは少なく︑むしろリ

ム期の建築︑映画︑スポーツなど諸分野の研究が進められ︑それらを

を第二のリソルジメントとみて両者の関係を論ずる議論も多かった︒

ソルジメントから生じた自由主義国家が︑なぜファシズムを生み出し

ファシズム文化と呼ぶかどうかをふくめて︑ファシズム文化の性格と

い︑研究はめっきり減ってしまった︒しかし他方で︑リソルジメント

からんでいる︒一つは︑レジスタンスをドイツ占領軍および復活した

特徴をめぐる議論が活発になされた︒

を統一国家の形成という脈絡でなしに︑ソシアビリテ論を取り入れて

それから四〇年を経た現在の研究状況は︑当然のことに大きく変わっ

たかという問いから︑ファシズムの起源をめぐる研究が行われていた︒

（一

西洋史論集

ファシズム政権に対する抵抗運動としてよりも︑イタリア国民の内戦
ら

としての性格を強調するパヴォーネの大著﹃内戦ーレジスタンスの道
徳性に関する史的考察﹄をめぐる論争である︒もう一つは︑レジスタ
ンスから生まれたとされてきた戦後の共和制︵第一共和制︶が九〇年
代に崩壊する事件があり︑この衝撃のもとに共和制を生み出した原点
に戻ってレジスタンスの意味を問い直そうとする論争である︒この二
つの問題は︑折からのヨーロッパ統合の進展と地域主義の台頭の間に

挟まったネーションの危機意識と重なり合って︑レジスタンスはファ
シズムを否定した後にどのようなネーションのアイデンティティを創
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出したのか︑あるいはむしろネーションの解体ではなかったのかとす
げ

る激しい議論を呼んだ︒

リソルジメント︑ファシズム︑レジスタンスという大きなテーマへ
の関心の移り変わりとともに︑研究方法においても新たな探求があり︑

七〇年代には国際的な研究動向と軌を一にして社会史的方法への関心
が強められて︑その中からミクロストーリアのようなイタリア歴史学

第

n﹃イタリア史学雑誌﹄とヴ置ントゥーリ

脚舘︒・①噛陶QQ8臨︒2・鳥9羅︒︒o円覧欝①馨︒︵一九〇八年創刊の翻ω輿活画①馨O

羅鼠ω貯ω8哩器陶︵一九一七年創刊︶︑﹃リソルジメント史評論﹄

開憲ω㌶QQ8鳳＄國欝國慰鍔︵一八八四年創刊︶︑﹃新史学雑誌﹄2爵︒毒

イタリアの歴史研究の代表的な学術雑誌には﹃イタリア史学雑誌﹄

［画

に特有の方法も提起された︒これらの個別的な検討は第二部で行い︑
その前に第一部として︑この四〇年間に幾つかの歴史雑誌が創刊され︑

それぞれが一定の性格をもって研究動向を作り出しているので︑まず
その紹介から始める︒

︵2︶診．＜くごh轄す鼠鶏隠恥認暮︒︒鼠の臼︒随切藁妙回霧◎旧監．類←漂①騒︑翼翼睡．

青木書店︑二〇〇〇︑一二六頁

︵1︶二宮宏之﹁戦後歴史学と社会史﹂︑歴史学研究会編﹃戦後歴史学再考﹄

註

齢跳㌶昌︒が一九一四年に改題︶などがあった︒﹃イタリア史学雑誌﹄は

最も伝統的な雑誌で︑政治史・思想史を申心とした実証的な手堅い内

り︑これも研究の手引きとしての価値をなお保っている︒

ヴェントゥーリは︑トリーノ大学の美術史教授だった父リオネッロ

一家でパリに亡命した︒ソルボンヌ大学で一八世紀フランスの啓蒙思

がファシズムへの宣誓を拒否して大学を辞めた直後の一九三二年に︑

社会経済史的な論文を盛り込んでいたが︑次第に独自の特徴は消えさ

想を学びながら︑カルロ・ロッセッリを中心とする反ファシズム運動

容であり︑﹃新史学雑誌﹄はもともとは経済11法制史学派を継承して

り︑﹃リソルジメント評論﹄は表題通りリソルジメントの専門誌とい

の︿正義と自由﹀に参加し︑この組織の機関誌﹃正義と自由﹄に政治
イ

うことで︑一九六〇年頃はそれぞれあまり問題提起的とはいえなかっ

ヴィットーリオ・フォア︑アレッサンドロ・ガランテ・ガッ十一ネ︑

モンテ地方で行動党の中心メンバーの一人としてレオ・ヴァリアー二︑

論文や歴史論文を寄稿した︒レジスタンスの時期には︑出身地のピエ

﹃イタリア史学雑誌﹄は一九五九年に︑病気の悪化したフェデリー

ノルベルト・ボッビオらと活動を共にした︒共産党がレジスタンスを

た︒

コ・シャポー︵一九〇一1⊥ハ○︶からフランコ・ヴェントゥーリ︵一
ユ
九一四一九四︶に編集長が交代して︑誌面に新企画が導入されていた︒

国民解放闘争として国民統一の政策を重視したのに対して︑行動党は

論陣を張って︑レジスタンスがファシズムに代わる新たなアイデンティ

分裂と解体をもたらしたとする議論が一部で強まったとき︑それぞれ

の民主的改革に努めるが︑とくに九〇年代に︑レジスタンスは国民の

麓︒これらの人物は皆︑戦後の思想界で活発な発言を続けてイタリア

レジスタンスを内戦として意味︒つけ︑社会の根底からの改革を主張し

当時そのことには気づかなかったが︑雑誌の伝統的な性格はヴェントゥー

リのもとでも維持されていた︒

シャポーはクローチェと親密なリベラルな歴史家で︑クローチェが
自分の蔵書を開放して創設した︿イタリア歴史研究所﹀の所長も務め︑

一九五二年︑クローチェが没したとき︑﹁歴史家クローチェ﹂と題す

る秀逸なクローチェ論を発表した︒近世史を専門としていたが︑近現

ティ創出の運動であったことを主張した︒

コロ

代史の分野でも﹃一八七〇一一八九六年のイタリア外交政策史﹄と

大学政治研究所における集中講義のイタリア語版で︑ファシズムから

理解する上で現在でも必読の名著である︒後者は︑一九五〇年のパリ

政治と思想を独自の手法で考察した内容で︑この時期のイタリア史を

外交政策史というタイトルが付けられているが︑統一後のイタリアの

﹃現代イタリアニ九一八−一九四八﹄の二著を残している︒前者は

リの研究方法の特徴は︑思想の広がりを﹁影響﹂でなく﹁循環﹂とし

ア
り︑一八世紀啓蒙改革思想に関する多くの著作を発表した︒ヴェントゥー

リ大学︑ジェノヴァ大学を経て一九五八年からトリーノ大学教授とな

ロードニキ﹄︵一九五二︶は国際的な注目を浴びた︒その後︑カリア

としてモスクワに滞在し︑このときの調査に基づく著書﹃ロシアのナ

ヴェントゥーリは四〇年代末にイタリア大使館付き文化アタッシュ

き

レジスタンスを経て共和制の成立に至る歴史をバランスよく語ってお
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敦）
イタリアにおける近現代史研究の過去と現在（D（北原

西洋史論集

討論︑旅行など多様な形で検討され︑そうした形での思想の循環と受

触︑手紙の交換︑読書︑出版事情︑同一書の異本︑私的議論︑公開の

最大の喜びの一つは︑非キリスト教の国にいることだ︒ここにはカト

ではないという事実によるのではないかと思えてくる︒今回の旅行の

している︒﹁日本人のこの明敏とエネルギーは︑彼らがキリスト教徒

ントゥーリはこの折の日本旅行の印象について︑一〇月一〇日付けで︑

容のされ方を問題にした︒この方法は︑必然的に一個人を広い人間関

リック道徳のうっとうしさ︑煩わしさがない︒今日は古代ギリシアに

て考察するところにあった︒つまり︑誰々から影響を受けたとか︑ど

係の中に導き入れ︑また一地域をヨーロッパ規模の空間に結びつける

おけるような︑体育の祝日だ︒彼らに幸多かれ︒﹂ヴェントゥーリの

パリ亡命時以来の反ファシズム運動の友人で歴史家のレオ・ヴァリア！

ことになる︒従ってまた︑彼の考察する啓蒙思想は︑常に一国史的規

徹底した啓蒙理性の姿勢と同時に︑戦後イタリアでキリスト教民主党

こそこに影響を与えたという言い方でなしに︑さまざまな回路を通し

模を越えた広がりをもっことになる︒ヴェントゥーりが︑一九五三年

と共産党に二分された政治文化の狭間での︸豊8︵非カトリック市民︶

二に手紙を書いている︒日本についての好印象を述べたあと︑こう記

のリソルジメント史研究第三二回大会で﹁思想の循環﹂と題する報告

の位置という問題を感じさせる一文である︒

︵1︶﹃イタリア史学雑誌﹄の歴史および編集長としてのヴェントゥーリに

誉器陸津器8ぐ①馨得駒毎子器夏蝉語露8︒︒の溝︒昭融野p冒幾︒霞鋤器冒︒

ついて︑O貯器唱螂①羅og瑠鶏帥貫ピ田く羅鼠ω欝の酔︒凱︒鋤国＄ぽゆ臣助v①貯爵①︐

勘＆忍逢魁魯や等磐8ざ馨騒．表価爲玉澤賦Φ①絵︒臨88Φ鑓愚︒謎陶価︒碕帥

繰ピg思ざO器吾討O貯︒︒①題①罷︒暮①吋助鉱論手解p罵⑩Q︒もやト︒恥︒︒︐︒︒OQ︒

二重可儀＆函竃齪慧畠＄辟①欝匿跳恥二瀬＝Q︒罎既NQ︒鳴働⇔d畦評罵隠⁝

qQ︐αQQO

︵2︶周＆巴8欝器︒魯9︒︒①ω8腎︒汐翻駐貯勲§に油廉毘碧畳繧卜︒︺鐡ωρ
画も唱温

回艶8廉跳陶8嵐Φ臼も洋琴鶏O鷺Q︒︐N素質目9貯︒温霧回イタリア史学史

︵3︶罵

におけるシャポーの位置について留騒㍑8三二亀Φ貯￡§目当︒置◎︐

鷺臨巴霞隔麗鋤v儀既冨灘︒既︒︒Φ8滋︒鳥憩督①慧O豫⑩︐μ題9霧碍卿繰

bd歪器瞬︒＜碍①N母国器︒島⑫︒︒画なお﹃イタリア史学雑誌﹄一九六〇年

四号がシャポー追悼特集を組んでいる︒

一116一

ての思想の循環ということを考えようとした︒この回路は︑個人的接

を行った中に︑この方法の原型がすでに見られた︒

ヴェントゥーリはまた︑啓蒙思想の中にユートピアと改革の二つ
の要素を見て︑この二つは密接に絡んでいて切り離すことができない

ことを強調した︒そしてここから︑思想が現実の改革に結実するに当
たっての政治のイニシャティブを重視した︒彼の方法は︑政治思想史
というより思想の政治史といえるもので︑この方法は一八世紀イタリ
ア史の研究を強く方向付け︑次の世代のジュゼッペ・リクペラーティ
き
やルチャーノ・グエルチに受け継がれるのである︒

﹃イタリア史学雑誌﹄編集長としてのヴェントゥーリについて一つ
だけ触れておくと︑七四年秋に来日したとき日本の歴史家とさまざま
な機会に懇談し︑日本における歴史研究に強い関心を示した︒そこで
彼は家永三郎︑隅谷三喜夫︑和田春樹︑北原らに原稿を依頼し︑それ
は一九七七年第二号﹁日本歴史家特集﹂として刊行された︒また︑ヴェ

註

︵4︶﹃正義と自由﹄誌への寄稿論文およびレジスタンス期の政治論文につ
いて︑閏蜀臣8＜①響葭勲b鋤ぽ母簡も霞貯引け①轟魁hΦ鍵．駐も︒齪踏a目︒嵩臣P
回⑩⑩①

︵5︶行動党については多くの証言・研究があるが︑基本的なものとして
強︒︿器巳切①ド偉鑓噸GQ幹︒置恥鳥⑩﹄葦葺8鳥寒心§Φ8恥解き貯鳳︒爵①欝臼︒︐

蛭︒饒騨酬O既8隈鼠OQ窮護．￠訟紹Φ二等調舘尉器溜Nや窺留鱒昌ρ罵謡層

霞題蹴鶏禽鳴尾町︒−竈戯§深碧P国⑪Q︒b︒⁝圏①o＜夏蝉巳﹄回唱覆鉱酔︒侮．四臥︒圃ρ財

診●ぐぐ
唱唱．陣目︑國麟Qo

︵6︶乞︒睡①欝︒bd智慧︒︑O冨謬圏溝貯︒調器8旦ぽ欝①矧①︒・邑紆δ巳ω騒︒曾隠§︐

．器

GQ心b9℃お㊤卜◎も昭お鵠同︐g︒曽護舞︒瓢︒岡oP陶O助筆隠︒①貯誤霞魁肉臨①︐

︒︒臨︒観．鶏§陶講．貫目霞騨ρ鐙㊤ごと＄︒︒器母︒O必至辟①Φ霞岩臣ρ隠磨

㎞隊P乞

鴨慰8鞭貯9開︒團Pお㊤恥

フの平等のための陰謀﹄のイタリア語訳︵一九四六年︶や﹃諸会議を

通して見たイタリア労働運動⁝起源から社会党形成まで︵一八五三−

一八九二︶﹄︵一九五三年︶などの著書があり︑イタリア共産党に近い

理論総合誌﹃社会﹄ω◎鼠①鐵の編集長を経験していた︒

﹃歴史研究﹄は二つの性格をもって創刊された︒一つは︑伝統的な

アカデミズムの歴史学とは違った︑マルクス主義に立つ歴史研究誌と

いう性格である︒もう一つは︑共産党の文化政策に従属しない︑自立
した学術雑誌という性格である︒

戦後イタリアの思想界における最大の出来事は︑グラムシの﹃獄中

ノート﹄の公刊であったといえる︒﹃獄中ノート﹄の公刊は︑イタリ

ア思想界に占めていたクローチェの座への挑戦を意味していた︒ファ

シズム以前からファシズム時代を通じて二〇世紀前半のほぼ半世紀問︑

クローチェはみずからが編み出した精神の学としての哲学体系によっ

て大きな役割を演じてきた︒とくにファシズム時代に︑自由の理念を

唱えてファシズムを批判し︑体制下の知識人の希望の灯火となり︑ま

た青年たちへの導きの星となった︒しかし他方で︑精神の学に発する

はガエターノ・マナコルダで︑出版元はグラムシ研究所である︒マナ

代わるものとして︑ファシズムの弾圧を受けて死亡したグラムシの

は思想界におけるクローチェのヘゲモニーを切り崩し︑それに取って
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︵7︶ヴェントゥーリの論文・著作一覧は国助︒蜀⑳賦琴ぼ⑩習⑩o留霞蜘oO舘鱒
螺臣P岡三財︒鵯臨卿侮①αqぽ︒ゆ簿群鉱鍮岡冨留oo＜①鱒葭抄騨陶︒亀恥鞘す儀Φ駕鋤鑓︐
鴨6︐寛①鼠辟︒もや目鼻bQ︐睡 Qo

︵8︶ピ鐸︒画学oO麟㊤旦O瞬︒︒欝融く①出藍四二の色︒澤駐鋤幽露．刈Oρぎ隠︒鶏馬上．o

儀⑩鰹置生魯①︒貫三面8︐瞬ごΦ．辣︒唇霞薮角げ①ぼ︒・8臥︒鵯趨ぽ︒鶴δσq即︐

畠︒暁騨碧8＜⑩馨霞畳団き四§既鼠§徳簿廉鼠鶴φ欝感①鶏⑪鷲客ど題．
リ追悼特集を組んでいる︒

①刈︑Q︒Q︒なお﹃イタリア史学雑誌﹄一九九六年ニー三合黒酒がヴェントゥ⁝

クローチェに特有のファシズム観に批判を抱く者も少なくなかった︒

コルダは一九世紀末イタリア史の研究者で︑ブオナッロ⁝ティ﹃パブ：

ファシズム後のイタリアの新しい出発に当たって︑イタリア共産党

動向の核心部分であった︒

ローチェ思想の受容あるいはそれからの離脱の問題は︑この国の文化

ファシズムからファシズム崩壊の過程での︑イタリア知識人たちのク

︵9︶ピ⑩◎＜聾勉艮︐写鎚8＜①窮葭訓導三目同譲恥︐這郵捌貯①醤①温＄ρ篭．

w歴史研究﹄誌とグラムシ的歴史観

Qo①O︐目

l】

一九五九年末に﹃歴史研究﹄QQ欝融QD8円鐡が創刊された︒編集長

［皿

敦）
イタリアにおける近現代史研究の過去と現在（1）（北原

西洋史論集

﹃獄中ノート﹄を前面に押し出した︒﹃獄中ノート﹄の個々の記述は断
片的であるが︑そこには系統的なクローチェ批判が展開されていた︒

業革命を歴史研究の対象とすること自体が画期的なことだった︒

初めはマナコルダの単独編集の形を取ったが︑まもなく編集協力を

業史︶を加えた編集委員会が設置された︒やや年長のマナコルダ︵一

していたジュリアーノ・プロカッチ︵労働運動史・フランス近世史︶︑

何かということだが︑グラムシをどう読むかも含めて︑五〇年代に歴

九一六1

こうして思想界の諸領域でのグラムシ思想とクローチェ思想の対抗が

史研究者の間での論争が続いた︒しかし︑この論争には共産党の文化

ルクス主義歴史家であった︒先のような創刊をめぐる背景を受けて︑

エルネスト・ラジョニエ：リ︵イタリア近代史・コミンテルン史︶︑

政策が絡んでいて︑歴史研究外の要因が混じっており︑そうしたもの

学術雑誌としての質を保ちながら︑グラムシに触発されたイタリア史

始まるが︑歴史研究の分野でもグラムシのノートに触発された新たな

から自立した研究雑誌の必要が求あられていた︒クローチェとグラム

現代史の論文が圧倒的に多かったが︑古代史・中世史の論文も掲載し︑

ロザリオ・ヴィッラリ︵南部社会史︶︑レナート・ヅァンゲ⁝リ︵農

シをめぐる諸問題については第二部で改めて立ち戻ることにするが︑
オ
﹃歴史研究﹄は以上のような背景のもとに創刊された︒

また外国の歴史研究の動向にも誌面をさいて︑学術的な歴史上書誌と

動向が生じることになる︒問題はグラムシに触発された歴史研究とは

一九五九−六〇年度の創刊の年に五号発行された以外は年四回の季

しての評価を早い段階に確立した︒七〇年代以降︑次々と創刊される

の解釈を打ち出す試みは︑イタリアの歴史学に新風を吹き込んだ︒近

︶を除けば︑四人とも一九二〇年代半ば生まれの気鋭のマ

刊雑誌で︑表紙は第一号から現在まで一貫して薄い黄土色の単色のま

ト・ラジョニエ；リ﹁統一国家の政治と行政﹂︑エミーリオ・セレー

特集︑して︑ジョルジョ・カンデロ⁝ロ﹁統一国家の生成﹂︑エルネス

諸問題﹂というテーマでグラムシ研究所が主催した研究集会の報告を

役割を果たしてくれた︒例えば創刊年の第三号は︑﹁イタリア統一の

指導階級だけでなく従属階層に対象の視野を広げ︑リソルジメントか

に原因があると解釈していた︒これに対して﹃歴史研究﹄の諸論文は︑

し︑ファシズムについては自由主義国家でなしに第一次大戦後の状況

リソルジメントとそこから生まれた自由主義国家に肯定的な評価を下

伝統的な自由主義史観は︑主として指導階級の歴史を扱いながら︑

歴史雑誌のパイオニアとして︑﹃歴史研究﹄はイタリア史学史の中で

二﹁イタリア統一における全国市場と資本蓄積﹂などの論文が掲載さ

ら自由主義国家に至る歴史過程において民衆の参加が排除されていた

まである︒私がイタリア史研究を始めた年の創刊という因縁もあって︑

れ︑リソルジメント研究に手を初めたばかりの私にとって有益な内容

ことを重視すると共に︑・ファシズムの起源をイタリア近代史の流れそ

きわめて重要な役割を果たしたと言うことができる︒

であった︒また六一年には三−四合併号で産業革命を特集したが︑イ

のものの中に見ようとした︒イタリア近代史に関する解釈の違いははっ

この雑誌は毎号目を通してきたが︑最初の数年は研究の良き手引きの

タリアではこの時期まで歴史と経済史は異なった学問領域であり︑産
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きりしていたが︑﹃歴史研究﹄が依って立つ歴史認識は︑クローチェ

の観念論的歴史主義に対して唯物論的歴史主義といえるもので︑従属
階層に対象を広げはしたものの︑思想︑制度︑組織の分析を中心とす
ぐ

る政治史的傾向が濃厚であった︒

イタリア歴史学に新風を吹き込んだこの雑誌の役割は重要であった
が︑しかし七〇年代以降に国際的に広まる歴史研究の新たな動向に対
して︑その総合誌的な性格と方法上の制約がいわば足かせとなって︑

罵餌β覧卯蟹①鐸﹈罵帥貿卑8︐

ゼッペ︒バローネやサルヴァトーレ・ルーポらの研究者がそこから育つ

た︒O置器唱聞①鯛m鰐︒臣①︐oD既く騨︒酎①ピ鎧や︒︐脚︒︒・鷲ざ

層島薗四〇馨帥巳P圏圏嵩rもやQo卜9ゆ︐軽國

︵2︶O筈甑①ざ目葭鎧馨亀①酔嘗賠飢刃引臥︒巳︒臨酔霞毘瞬亀．國簿貯眩竪①隠助

岡逡O︐回逡G︒甘貯爵陛響貯津寄酔臨︒器卜巳鴨．N藻簿寓Φ鍵ン野⑩ω︒昼回鴇O︐
⑪鮒やooO①

︵3︶雑誌創刊をめぐるマナコルダ自身の証言についてO舘8臣①

鼠計醤b㊤︒︒︐雪他に襲①罫貯卿く馨︒瓢ρぎ鷺颪賦①魅貯紺隠①舞鑑鯉hΦ8︐

寓薗臣碧霞幽勲属舘︒幹画繰萄劉助円一鼠ω欝融8郎侮①冨Nρ貯陶唐︒畠．傍①溜8器既①

﹇蕊﹈現代更研究の四雑誌

まず新雑誌を創刊の年代順に列挙しておこう︒

﹃マルケ歴史ノート﹄の葛屋二巴QQざ趾9絶響罵帥羅げ①

三回刊︒

韓霞臨団陶

創刊︒一九七〇年から﹃歴史ノ：ト﹄の餌巴霞臣の8噌霞と改題︑年

一九六六年

融OD8隊島y匿評器颪O⑩等①φ①艮ρ署．陣劇︐国9罎Qo8噂やb診bρ㎝︐卜9G︒O

罵総︐罵Q︒︽お︒︒μ篭．霞︐図凱駅ω窪霞監．圏︒︒犀く魯酔坤︒け灘①鱒匿像＾聾弓

く騨8哩貯︐O坤O＜跡臣巳⇔師語謬ρZO轡鱒貯霞O飾爵酔爵く帥篇臣φ曄億鼠φ営鼠鼠h簿臨8

︵5︶﹃歴史研究﹄誌二十五周年に際して書かれた二論文を参照

Φ欝鼠Φ8臥鼠鳩μ㊤Qoα2．♪圏やQo卜Q司︐Qo画O

誌①o回︒鴨㌍oo臨①留N①oロ︒畠毘類①嫉2Ωω脾︒嵩︒言霊鋤畠①肖騨臨雛困①剛煩げげ圓︒帥謬欝貯

と︑その中での同誌の位置づけについて岡鑓琴舘oo曇霞げ鱒㈹饒ρ知︒ぽ酔討欝

︵4︶八三年に﹃歴史研究﹄編集長となったバルバガッロによる戦後史学史

鼠助織①二野随欝8欝Φ億寄①悠随溜建︒鍵頗爵陶溜欝①⑦①草野欝℃調O蟹鉾國㊤㊤鉾

り︑さまざまな問題提起も行って︑主要な研究誌の一つであることに

いない︒もちろん個々の論文や時折の特集には刺激に富んだ内容があ

新された以後も︑雑誌の基本的性格は維持され︑大きな変化は生じて

必ずしも十分に対応することにはならなかった︒一九八三年にフラン

変わりないが︑グラムシ研究所の公式雑誌として早くに定着してしまつ
う

た感がないでもない︒一九七〇年前後に︑﹃歴史研究﹄のかたわらに
次々と新しい歴史雑誌が生まれてくる︒

史に関する伝統史観を批判して新たな研究動向を作り出すようになるジュ

を創設し︑第二部で取り上げることになるが︑シチリア史︒南イタリア

マ大学に移った︒カターニア大学で︿現代イタリア史シチリア研究所﹀

九六五年から七六年までシチリアの雪曇ーニア大学に勤め︑その後ロー

島①αq匿︒︐o甑酔爵融O器8臣①鼠餌留彊8監9︒鴇貯臨鼠剛も．G︒画㊤︐謡マナコルダは一

頗臨舞や屡器Pお欝も噂面αα︐認また彼の著書︒論文一覧はピ至重回8σQ酎臨函

留蓉︒監陶初麟帥臣畠︒象島臣︒︒・8臣oP騨幾館︒鼠鑓⑩嵐︒器既①①貯8Φ鼠①認鵠駐︐

︵1︶マナコルダが研究者としての自らの歩みを語ったものにO霧8器寓鑓︐

註
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剛唱﹄博⑩︐QQ⑪

敦）

チェスコ・バルバガッロが編集長となり︑編集委員会のメンバーが一

イタリアにおける近現代史研究の過去と現在（1）（北原

西洋史論集

一九七二年創

﹃現代史﹄oQ8甑即Oo艮Φ耳門︒冨瞬＄ 一九七〇年創刊︑隔月刊︒
﹃現代史雑誌﹄羅謡︒︒欝繰QQ8臨餌Oo韓①羅や︒蜀郎＄
刊︑季刊︒

分けるのは便宜的な措置だが︑この節ではまず現代史の四雑誌の特徴
を述べておく︒

ほぼ同時期に創刊された﹃現代史﹄と﹃現代史雑誌﹄はあらゆる面

で対照的だった︒前者はファシズム研究の専門家でローマ大学教授の

レンツォ・デ・フェリーチェ︵一九二九−九六︶が編集長だが︑創刊

﹃現代イタリア﹄設置p︒O︒馨①口唱◎影謬＄ 一九七四年に﹃イタリ
ア解放運動﹄草葺︒鼠窮①馨︒縁︸融①冨臥︒留①膨騨陶騨︵一九四九年創刊︶

解釈をめぐる議論あるいは研究動向の紹介はほとんどなされなかった︒

や第二次大戦の研究論文に多くの誌面が当てられたが︑研究の方法や

しに始められ︑このことは以後の編集にも影を落とした︒ファシズム

を行うのか︑そのための方法はどうあったらいいのかに触れることな

の辞なしに刊行が始まった︒つまりどのような歴史認識で現代史研究

﹈九七

一九七八年創刊︑年三回刊︒

を改題︑季刊︒
﹃社会と歴史﹄の︒島①赫①oQ8臨陶
﹃労働︒社会主義運動﹄寓︒鼠日①馨oO娼霞繊︒①ω◎無臨一ω斑

八年から同名誌の新シリーズ︑年三回刊︒
﹈九八二年創刊︑年三回章︒

例えば︑デ・フェリーチェ自身のムッソリーニ伝︵全四巻八分冊︶が

﹃過去と現在﹄吻留ω讐◎①吻器︒︒①騨①

﹃メリディア：ナ﹄鼠①凪繰勉鑓

公刊されるたびに︑﹃歴史研究﹄や﹃現代イタリア﹄などは︑その史

れる経済成長を経過し︑政治的には中道左派政権の誕生を迎えた一九

これらの歴史研究誌の創刊は︑多かれ少なかれ︑経済の奇蹟と呼ば

実証的で客観的であることを主張したのだが︑その実証性と客観性は

対話をかたくなに拒絶した︒この雑誌は歴史理解の政治性を排して︑

代史﹄はそれらの批判に応えて議論を展開することはせず︑他誌との

一九八七年創刊︑年三連年︒

﹃記憶と探究﹄罵①睡︒慧鶏①羅8器勉 一九九三年創刊︑年二回刊︒

六〇年代のイタリア社会の変化を目の当たりにしての︑新たな社会認

料の扱いや解釈に関して厳しい批判を加える論考を掲載したが︑﹃現

識による歴史研究の取り組みを示しており︑また幾つかは一九六八一

しばしば︑過去の出来事を追認するわなに陥っているようにみえる︒
ハヨ
﹃現代史﹄はデ・フェリーチェの没した一九九六年に終刊となった︒

六九年の学生・労働者の闘争︑それに続く新左翼運動の高揚とネオ・

﹃現代史﹄︑﹃現代史雑誌﹄︑﹃現代イタリア﹄︑﹃記憶と探究﹄は現代史

研究の重要性の意識を表していた︒ここにあげた九つの雑誌のうち

ら﹃現代イタリア﹄に改名されたものである︒七八年にボローニャ大

放運動﹄の題名で一九四九年に創刊され︑七四年︵通算一一四号︶か

これはくイタリア解放運動史全国研究所﹀の研究誌で︑﹃イタリア解

﹃現代史雑誌﹄の前に﹃現代イタリア﹄誌について説明しておくが︑

の専門誌︑他の五つは社会史的傾向をもった研究誌といえるが︑現代

学教授のマッシモ・レニャー二︵一九三三一九八︶が編集長となるが︑

ファシズムの台頭という社会状況を背にして︑現代という時代の歴史

史専門誌の中にも社会史的関心を強く示しているものがある︒二つに
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彼は六一年から編集業務に携わっており︑次に述べるクアッツァと並

ンス史研究の第一人者で︑従来のレジスタンス研究が反ファシズム諸

﹃現代イタリア﹄誌との交流が活発であった︒クアッツァはレジスタ

政党およびこれら諸政党からなる国民解放委員会を主体として語って

んで第二次大戦史とレジスタンス史研究の中心的な推進者で︑雑誌編
き
集と土ハに多くの研究会議の企画者・報告者として貢献した︒雑誌は︑

や共同研究の成果を掲載して︑高い質の研究水準を維持している︒と

り︑ファシズム︑反ファシズム︑レジスタンスをテーマにしたセミナー

スを意味づけるというきわめて明確な意図をもち︑個別論文はもとよ

目指した闘争であったにもかかわらず︑戦後イタリアのさまざまな分

な見解を打ち出した︒また︑レジスタンスが社会の根底からの改革を

たちが多くいることに注目し︑この人々の選択の契機を重視する新た

の参加と並んで︑日常の生存的選択としてレジスタンスに参加した人

きたのに対して︑政治的・イデオロギー的動機からのレジスタンスへ

くにファシズムに関してここに掲載される論考には刺激的なものがあ

野でファシズム期の制度や慣行が継承され︑ファシズム体制から戦後

一九九九年で通算二一七号に達したが︑現代史全般の中にレジスタン

り︑さらには個別テ：マをめぐる討論や砥究動向の紹介︑それに辛口

共和制への移行において連続性が見られることに注意を喚起した︒

﹃現代史雑誌﹄には︑とくに最初の頃は︑﹃歴史研究﹄との視点の

う

の書評など編集内容の充実した研究誌で︑イタリア現代史研究にとっ
て不可欠の雑誌といえよう︒

違いを意識した面があり︑例えば労働運動や社会主義運動の研究にお

手の自律性や自発性を重視した﹁下から﹂の視点の強調を特徴とした︒

︿イタリア解放運動史全国研究所﹀は﹃現代イタリア﹄誌の他︑

研究所と提携した形で︿イタリア解放運動史研究所﹀あるいは︿レジ

グラムシに関する研究も盛んに取り上げ︑グラムシの読み直しの試み

いて︑組合や政党など組織や指導者レベルの分析でなく︑運動の担い

スタンス史研究所﹀が州レベル︑県レベルで組織されていて︑都合五

を続けたのも特徴である︒この雑誌は︑その後次第に一九世紀にも対

﹁イタリア解放運動史叢書﹂を刊行しており︑また全国レベルのこの

八機関に達し︑その多くが独自の定期刊行誌を有して︑研究論文や資

推論的パラ

象を広げて︑社会史の研究動向に誌面を提供することも多くなり︑国

際的に注目を集めたカルロ・ギンズブルグの論文﹁徴候

料・記録を発表している︒

さて﹃現代史雑誌﹄についてだが︑この雑誌は六八⁝六九年闘争と

めようとした歴史家たちによって始められたといえるだろう︒編集長

メッリーマリア・マラテスタ﹁フランス現代歴史学におけるソシアビ

︵七八年一号︑副題の違いに注意︶を掲載し︑またジュリアーナ・ジェ

科学的パラダイムの根源﹂

でトリーノ大学教授のグイード・クアッツァ︵一九二ニー九六︶を始

リテと歴史﹂︵八○年四号︶といった論考を発表した︒畏質の研究誌

ダイムの根源﹂の第一稿である﹁徴候

め︑トリーノ在住の研究者が中心となった雑誌であり︑またクアッツァ

であったが︑クアッツァの死去と前後して︑一九九四一九五年度で終

新左翼の登場という社会状況を経験し︑それを歴史研究の場で受けと

本人が︿イタリア解放運動史全国研究所﹀の会長でもあったことから︑
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敦）
イタリアにおける近現代史研究の過査と現在α）（北原

西洋史論集

も

刊となった︒

イタリアの歴史雑誌には︑地方史・郷土史研究とは別に︑在住地域
を同じくする研究者グループが中心となって刊行している場合がよく
みられるが︑比較的最近に創刊された﹃記憶と探究﹄誌もそうしたケー

スの一つである︒これはロマーニャ地方在住の研究者による現代史研
究誌で︑ソシアビリテとアソシアシオンの議論を導入して一九世紀イ

︶が編集コーディネーターを担当している︒誌面にもその

ア

タリアの政治過程の分析を試みているマウリツィオ・リドルフィ︵一

九五七1
ような問題関心が反映されて︑﹁ロマーニャ地方におけるファシズム﹂

などの特集と並んで︑﹁近代化のネットワーク﹂とか﹁祭りの変容﹂

舞︒臨助鳥廉跳即ゐ島醇随隣証留鼠感舐貯翫①隠歴蹴欝8寛陶鳳︒鱒臥①①鳥愚

藁摯︒齪Pお⑩Q︒

尉蹴欝蹴題8織恥慧・三三誤陶認︒同鳴収鳴︐同⑩Q◎簿p︒o葭2︒綾O器二郷oO酎器︒麿妙

︵5︶クアッツァにはレジスタンス史研究の多数の論文があるが︑主著とし
竃琵音碑臣ρお刈①

てO鼠幽︒の偉器N当物＄春型爵N鋤①無韓猷二子助出馬等︒駕①慶．①督︒欝臨感鳳8︐

んでいる︒

︵6︶﹃現代イタリア﹄二〇八号︵一九九七︶がクアッツァ追悼小特集を組

︵7︶リドルフィの主要著書に寓即葭帥臥︒幽門9坤陶簿8ぽ鼓窩塗︒・Φo急陶︐

8無P律鎗Nρお⑪O旧疑．導隠遷亀随寄舘亀欝鳥亀鳴鼠色畠濤随φ路鵡q◎遷︐

鯉鹸欝磨鑓︒§翫︒斜器8主題臥§尉睡︒①富始瑠器器緊随冒陶も︒隠繊畠爵①喫◎騨︒︐

N§扇覆妙罵⑩駒疑こ簿琳鶏⑩頓臨①噂塁臨︒霞P勲§留職臨圏難蹴瑠︒隈蹴臨嵐駐︐

︶

隠霞．母鋤一廟翼憩陶①臨馨臨瞥§聞①P軽萄爵Pお⑩⑩

門四﹈社会吏研駝の置つの遺︵

前節で取り上げた現代史関係の四誌の中にも︑多かれ少なかれ社会

史的関心はあるのだが︑残り五誌について一言でいえば︑イタリアに

戦後イタリアの自由主義史学はクローチェの倫理・政治史の大枠の

中にあった︒それに対置されたグラムシも︑六〇年代まではイタリア

歴史学に伝統的な歴史主義の枠組みの中で理解され︑どちらにしても

歴史主義的な社会認識の方法が支配的であった︒ここでいう歴史主義

的認識とは︑歴史は進歩と発展の経過を表しており︑歴史を知るとい

うことは︑そこに作用している人間の精神と行為を理解することであ

り︑そして歴史を知り︑歴史的な理解を持つことこそ現代を理解する
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といった特集を組んでいる︒創刊からまだあまり時間がたっていない
が︑現代史の普遍的テーマとロマ⁝ニャの地域史研究を組み合わせた
独自の編集方針が注目される雑誌である︒

︾目警臨ρ貯

︵4︶全国レベル︑地方レベルのこれら研究所の活動について強噂舘蛍§鵠Φ

を追悼して︑彼の主要論文九点を掲載している︒

︵3︶﹃現代イタリア﹄二一三号︵一九九八︶がレニャー二霞器臨欝︒ピ①讐薗巳

マの検討の際に取り上げる予定である︒

チェのファシズム論とそれをめぐる論争に関しては︑第二部の個別テー

智爵既亀OO騨①鑓唱三選麺二毛μ⑪⑫ 乞●トっもや回Q◎⑩︐窯デ・フェリー

よる追悼論文がある︒国慰螺︒O霞饒ρ囲①嵩︒ゆ①周①螺8

︵2︶デ・フェリーチェの研究協力者であったエミリオ・ジェンティーレに

も︒野司＄Vw財罫日暮①緊︒曾①噌臥︒①⑦o鼠塾象やおQQ刈冥画︐bρも圏．①◎Q︐謬

曾羅脊①器尊くQQ8甑卑O︒隅①露剛霞翻﹁＄v①︿脚試︒︒雷融oQ8匿餌9緊①胃 おける社会史研究の五つの道を表しているということになる︒

︵1︶両誌を比較して論じたものに冨鷲8剛躍Pゆ藷署ぽ降臨塵無腰◎①

註

たにしても︑実際には両者とも歴史主義的な認識と方法において共通

史研究がクローチェ史学からグラムシ的歴史観へ移行した状況があっ

最良の方法である︑という考えを意味している︒イタリアにおける歴

なのか︑それは全体的概念なのか︑それとも個別領域なのか︑あるい

いちばん方法的議論に力を注いでおり︑編集部内では︑社会史とは何

会史をあぐる議論を積極的に展開した︒この雑誌は︑諸研究誌の中で

の歴史へ﹂︵七一年︶など国際的に話題になった論文を掲載して︑社

編集委員会の構成に何度か入れ替えがあるが︑創刊の経緯から編集委

しており︑その違いは前者が指導階級︑後者が従属階層を主たるテー

変化が生じていたのではなかった︒イタリアでは︑このクローチェーー

員会内部の議論にわたる諸問題ついて︑創刊メンバーであり︑一貫し

は学際的研究なのか︑といった根本的議論が続けられた︒現在までに

グラムシ的な歴史主義から身を解き放つ課題が︑社会史研究への関心

マにしたという︑取り上げる対象の問題であって︑認識上の根本的な

と結びついたといえるのである︒

て編集貴任のポストにあるロ⁝マ大学教授アルベルト・カラッチョロ
コ
︶が︑一〇〇号記念に寄せた文章で解説している︒

どに関連させ︑そうしたコンテクストを含めた社会史として考察する

為を倫理・政治史的方法でなしに︑社会構造︑経済関係︑文化環境な

ぶテーマが彩りのある背表紙に並んでいる︒各号のテーマの紹介は不

通算一〇五号︵二〇〇〇年末︶に達した最新号まで︑およそ八○に及

誌面の編集は︑七〇年代初めから毎号テーマ別特集の形式をとり︑

六1

ことの必要と︑そのたあには社会諸科学の方法を導入することが重要

可能だが︑幾つかの例をあげれば︑﹁定住移住の考古学と地理学﹂︵二

纉

だとする議論から出発した︒一九七〇年前後︑社会史研究はイタリア

四号︶︑﹁穀物︑価格︑市場﹂︵二八号︶︑﹁生者と死者﹂︵五〇号︶︑﹁災

イタリアでの社会史研究はこうした事情を背景に︑人間の精神と行

のみならず︑他の諸国の歴史研究においても議論が進められたところ

難︑恐怖︑対応﹂︵五五号︶︑﹁地域紛争と政治的イディオム﹂︵六三号︶︑

る︒

シアシオン﹂︵七七号︶︑﹁財産管理と女性の権利﹂︵九八号︶等々であ

﹁犯罪資料と社会史﹂︵六六号︶︑﹁一九世紀イタリアのエリートとアソ

で︑イタリアの歴史学固有の課題に国際的な研究動向が重なって︑社
会史への関心は急速に強まった︒

これらのことに最も早く自覚的に取り組み︑また﹃歴史研究﹄への
対抗意識も絡んで︑新雑誌の刊行に及んだのが﹃歴史ノ：ト﹄誌︵一

この雑誌の社会史とは何かをめぐる絶えざる議論の中から︑七〇年

ロストーリアの中心的な提唱者は︑編集委員のエドアルド・グレンディ

九六六年創刊︶である︒この雑誌は︑マルケ地方のアンコーナ大学の

たが︑すぐに全国誌の性格を帯びてマルケの地名が除かれた︒﹃歴史

とジョヴァンニ・レーヴィで︑その最初の具体的な表明がグレンディ

代後半にミクロストーリア︵微視の歴史学︶の提唱がなされた︒ミク

ノート﹄誌は創刊号にブローデルの﹁長期持続−歴史と社会科学1﹂

の論文﹁ミクロ分析と社会史﹂︵三五号︑七七年︶だった︒この直後

研究環境のもとで生まれたので︑﹃マルケ歴史ノート﹄の官名で始まっ

︵五八年︶︑また二二号︵七三年︶にホブスボームの﹁社会史から社会
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にこの雑誌のテーマ別特集の形式自体が歴史のミクロ分析的傾向と見

各所での論議が盛んとなる︒﹃歴史ノート﹄誌が発信元であり︑それ

リエ叢書﹂の刊行が始まって︑ミクロストーリアへの豊平﹈が集まり︑

ズブルグとレーヴィの肝いりでエイナウディ出版社から﹁ミクロストー

に︑カルロ・ギンズブルグが編集委員に加わり︑その後まもなくギン

こと﹂︑グレンディ﹁ミクロストーリァ再考﹂︑ルヴェル﹁ミクロ分析

ン欄に︑ギンズブルグ﹁ミクロストーリア

のテーマ特集は﹁親族の横⁝築﹂だったが︑特集とは別のディスカッショ

でに編集委員会を去ったあとの八六号︵九四年︶においてで︑この号

わけではない︒同誌がまとめてこれを取り上げたのは︑レ！ヴィがす

した感があるが︑﹃歴史ノート﹄誌上では必ずしも活発に論議された

私の知っている二︑三の

なされたこともあって︑﹃歴史ノート﹄をミクロストーリアの研究誌

と社会の構築﹂の三論文が掲載された︒

的歴史主義から社会史的認識に移行するに当たってきわめて重要な役

さて﹃歴史ノート﹄は︑イタリア歴史学が︑クローチェログラムシ

ろロ

と特徴づける風評が広まるが︑カラッチョロやレtヴィが証言するよ
うに︑編集委員会が一致してミクロストーリアを支持していたわけで
む

も︑またそうした編集方針を打ち出したのでもなかった︒

割を果たしたのだが︑七〇年代後半に︑この研究誌が示すミクロ分析

的傾向に異論を唱える形で︑他の社会史研究誌が生まれてくる︒

イタリアの社会史研究の特徴をめぐって︑八○年代に︑﹃歴史ノート﹄

︵1︶クローチェほグラムシ的歴史主義から社会史への転換の問題ならびに

一124一

編集委員会での見解が分かれたのみならず︑ミクロストーリアの推
進者の問でも︑これは社会史の一分野であるのか︑あるいは社会史を
越える歴史の方法であるのかをめぐって理解はさまざまであった︒ま
たアルベルト・パンティのように︑ミクロストーリアはもともとは︑

個々の行為主体が追究する諸戦略の織りなす社会諸関係の研究を課題

特集号﹁現代史の現在﹂︵八七年︶︑ジョルジョ・カンデローロ八○註記

編集責任者のカラッチョロの発言をはじめ︑﹃労働・社会主義運動﹄の

意味を見出す方法に転換され︑一般にはミクロストーリアといえば後
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ジャック・ルヴェルが積極的に論じたりして︑国際的な流れを生み出

ミクロストーリアをめ︑ぐっては︑フランスのロジェ・シャルチエや

て集団や個人が日常生活の戦略を編み出すことを解明しようとした︒

う

範の戦略的利用ということを重視し︑社会の規範的秩序の間隙を縫っ

るレーヴィは︑この二つともややニュアンスを異にして︑社会的諸規

化主義﹂派に分類する見方もでてきた︒さらには︑主唱者の一人であ

る

者の意味で理解されるようになったとして︑﹁社会諸関係﹂派と﹁文

としていたのが︑ギンズブルグによって諸個人の行為の細部に文化的

註

イタリア文化の伝統の中に︑各国の多様な文化運動を吸収して﹁イタリ

た第二節註︵4︶であげた論文で﹃歴史研究﹄編集長バルバガッロは︑

八二六号︑一九九三︑四一三〇頁︶と同じ内容である︒なおルヴェルに

﹁ミクロストリアとはなにか1私の知っている二︑三のこと一﹂︑﹃思想﹄

︵6︶ギンズブルグの論文は一九九二年に来日した折の講演︵竹山博英訳
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アの優位性﹂を保持しようとする折衷主義戦略があると論じ︑七〇年代
にグラムシ的歴史主義とアナール派の問題観との融合があったことを指

立場からすれば︑こうした基礎理論がこの時期になってなぜという疑

てのマルクス主義を参照枠に設けようとした︒日本のマルクス主義の

心を注いで︑グラムシ的マルクス主義でなしに︑マルクスに立ち戻っ

関係︑所有形態︑企業経営︑経済制度など広い意味での社会構造に関

この﹁創刊の言葉﹂から理解できるように︑﹃社会と歴史﹄は生産

関係﹂の出現と支配が重要なテーマになるだろうと述べている︒

目標であって︑そこではマルクスが言うところの﹁資本主義的生産諸

宣言している︒そしてまた︑﹁社会史﹂というより﹁社会の歴史﹂が

タリア社会の諸起源と形成過程をグローバルに考察することであると

とを明快に表明し︑この雑誌の課題は︑中世から現代に至るまでのイ

し︑歴史のマクロな観察を唱えて誕生した︒﹁創刊の言葉﹂でこのこ

による課題の追究がミクロ分析的な傾向に陥っていることに批判を示

を克服する課題を掲げる点で﹃歴史ノート﹄と共通していたが︑後者

タリアの特殊な型のマルクス主義史学︵グラムシ的歴史主義︶の双方

史﹄である︒﹃社会と歴史﹄は︑倫理・政治史のクローチェ史学とイ

歴史のミクロ分析を批判して︑七八年に創刊されたのが﹃社会と歴

門五﹈社金史研究の五つの道︵二︶
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問が発せられるだろうが︑戦後イタリアにおけるマルクス主義の受容

テ⁝マで誌面を編集する方針に移った︒

と誌名を改め︑労働・社会主義運動という限定をはずして︑より広い

八二年に新雑誌﹃過去と現在﹄が生まれた︒編集長のフィレンツェ

がクローチェからグラムシへの系譜でなされたことを考えると︑マル

クスに戻ってのマルクス主義の導入は早晩起こるべくして起こった問

一号︵一九七八年一−二合併号︶は︑﹁エドワード・トムスンにイン

﹃労働・社会主義運動﹄が新シリーズに衣替えして登場した︒新装第

﹃社会と歴史﹄の創刊と同じ年に︑五〇年代から刊行されていた

ていると述べており︑新雑誌の発行は︑グラムシ研究所の機関誌とし

究者︑とりわけグラムシに触発された研究者のイニシャティブによっ

多い︒創刊号の巻頭言は︑この雑誌が概してマルクス主義的傾向の研

プが中心だが︑この雑誌の編集メンバーには﹃歴史研究﹄の協力者が

大学教授ガブリエーレ・トゥ⁝リをはじめフィレンツェの研究者グルー

タビュ：H労働運動の社会史をあぐる討論のために﹂と題して︑七六

ての﹃歴史研究﹄の編集がいささか定型化していることに対して︑六

題といえよう︒この雑誌は二〇〇〇年で通算八八号に達している︒

年に﹃ラディカル︒ヒストリ・リヴュー﹄に掲載されたトムスンのイ

とで研究の活性化を図ろうとするものであった︒従って﹃過去と現在﹄

〇年代以降の歴史研究のさまざまな動向に開かれた誌面作りをするこ

介文で︑トムスンの研究がイタリアでほとんど注目されない状況自体

ンタビューを転載した︒このインタビューを転載する理由を述べた紹

がイタリア歴史学の現状を物語っていると指摘して︑この雑誌が﹃歴

の性格は︑社会史研究を志向する研究誌ということではないけれども︑
ヨ
勢い社会史研究の諸動向をテーマとして取り上げる傾向をもった︒

史ノート﹄とも﹃社会と歴史﹄とも違う内容の社会史を目指している

げる場合でも︑階級闘争や組合・政党組織といった伝統的なテ⁝マよ

その文化にあることがみてとれる︒労働運動・社会主義運動を取り上

ど多様であるが︑それらを通じての一貫した関心は民衆の日常世界と

屋のプロレタリアート︑ファシズムの言語とファシズムの言語政策な

移民の世界︑周縁と逸脱︑犯罪と狂気︑裁きの諸相︑出征兵士︑居酒

﹃労働・社会主義運動﹄誌が取り上げた特集テーマは労働者文化︑

ニー二とアウシュビッツ﹂︵四八号︶といった広範囲にわたるテーマ

メント﹂︵四一号︶︑﹁ライフ・イズ・ビューティフル？ロベルト・ペ

んだ書物から︑﹁六八年一困難な歴史﹂︵一九号︶︑﹁問われるリソルジ

ブスボーム﹃極端の時代

国家﹄︵創刊号︶︑ヴェントゥ：リ﹃一八世紀啓蒙改革者﹄︵八台目︑ホ

ジを置いていることで︑デ・フェーリチェ﹃ムッソリー二一全体主義

の重要な学術書やテーマをめぐって三︑四人の研究者が討論するペー

この雑誌の特徴は︑毎号巻頭にディスカッションとして︑歴史研究

りは︑労働の場︑生活の場における人々の結びつきのありようを解明

を対象に議論を展開している︒さらにこの他︑誌面には同時代の歴史

ことを明らかにした︒

することに関心が向けられていた︒この雑誌は︑日常性の社会史にい

家を論ずる﹁現代の歴史家﹂の欄が設けられ︑例えばアルベール・ソ

短い二〇世紀﹄︵三七号︶などの話題を呼

ちばん近い性格を有しているといえるが︑九一年からは﹃二〇世紀﹄
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ニエーリ︵八号︶︑フェルナン・ブローデル︵一二号︶︑ティム・メー

シズム期とファシズム以後という政治的事件による時期区分のみに目

社会に構造的な変容が生じていることを明らかにし︑そのうえでファ

というより動態的であるとして︑ファシズム体制下の三〇年代の南部

スン︵二七号︶︑グイード・クアッツア︵四一号︶らの仕事を紹介し

を奪われると︑社会変容の実際の過程を見落とす恐れがあることに注

ブ：ル︵四号︶︑エドワード・トムスン︵五号︶︑エルネスト・ラジョ

ている︒﹃過去と現在﹄誌には刺激的な個別研究論文の発表もあり︑

意を促していた︒しかしこのことは︑政治の契機をなおざりにするこ

とを意味しているのではない︒むしろ︑﹃メリディアーナ﹄は社会史

づ

二〇〇〇年で通算五一号に達するが︑有意の研究誌といえるだろう︒

社会史への五つの道として最後に検討するのが︑八七年創刊の﹃メ

にかかわっている事実を重視して︑南部社会を国家と地域権力の政治

の中に政治の契機を取り戻し︑南イタリアの現実が国家の政策と密接

クァ︵一九四四1

回路・文化回路の中に置き︑その関係のもとでの歴史と現状の分析を

リディアーナ﹄である︒編集長はローマ大学教授ピエーロ・ベヴィラッ

いる︒この雑誌の最大の特徴は︑シチリア島とサルデーニャ島を含め

心がけようとするのである︒こうした見地から︑この雑誌は﹁政治の

︶で︑﹁歴史と社会科学研究誌﹂の副題がついて

た南イタリア社会の歴史と現状を解明するという明確な目的で創刊さ

諸回路﹂︵二号︶︑﹁地域諸権力﹂︵四号︶︑﹁北部問題﹂︵一六号︶︑﹁文

化の諸回路﹂︵二二一二三号︶などの特集を組み︑さらには﹁マフィ

ら

れたことである︒

イタリアでは国家統一直後から︑南部問題の存在が研究者や政治家

ア﹂︵七1八号︶︑﹁反マフィア﹂︵二五号︶の特集によってマフィアに

関する俗説を斥けつつ︑新たなマフィア分析とマフィアとの闘いの姿

によって議論され︑南部主義の系譜を生み出した︒この系譜は︑南イ
タリアが遅れて停滞した社会であるという共通の認識から出発して︑

勢を打ち出している︒﹃メリディアーナ﹄誌は︑現在最も活気に富ん

以上︑第一部では諸種の歴史研究誌を通してイタリア歴史学のあり

その原因をさまざまに分析し︑それぞれの解決策を提示してきた︒南

になるが︑﹃メリディアーナ﹄誌は︑南部主義の系譜が共通の認識と

方を概観したが︑第二部では別の角度からの考察によって︑イタリア

だ研究誌の一つであるといって良いだろう︒

していた南イタリア社会の遅れと停滞という前提そのものを問い直し

における近現代史研究の過去と現在を考えることにする︒

部問題をめぐる議論は︑第二部の個別テーマの研究史の場で扱うこと

て︑南部主義の言説が内なるオリエンタリズムであることを指摘し︑

南イタリアにおける社会と文化の固有のあり方の解明に取り組もうと
するのである︒

カラーブリアのケース﹄︵一九八○年︶で︑ファシズムは静態的

ベヴィラックァは︑以前の著書﹃ファシズムと戦後の時期の南部農
村
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敦）
イタリアにおける近現代史研究の過去と現在（1）（北原

西洋史論集
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